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No 工事名称 受注者名 評定点 備考

1 大契乙 第237号 市岡東中学校長寿命化改修機械設備工事 （株）ツカサ 74

2 都整工 第7615号 北稜中学校教室改造機械設備工事 （株）花菱 74

3 都整工 第7620号
浪速アイススケート場天井改修機械設備工
事

（株）ヤマコーポレー
ション

71

4 大契乙 第4074号 都島区役所便所改修衛生設備工事 （株）大輝 72

5 大契乙 第402号 淀商業高等学校便所改修衛生設備工事 （有）盛設備工業所 76

6 大契乙 第4092号
天王寺動物園ヒョウ舎床暖房改修その他機
械設備工事－２

（株）大阪設備 74

7 大契乙 第928号 西成消防署津守出張所新築機械設備工事 （株）誠設備 73

8 大契乙 第4024号 上町中学校教室改造機械設備工事 （株）花菱 74

9 都整工 第7628号
東成区保健福祉センター分館他１施設便所
改修衛生設備工事

（株）大阪設備 71

10 大契乙 第4045号 社会福祉センター空調設備改修工事 南海工業　金沢一美 71

11 都整工 第7636号
こども文化センター他１施設排水ポンプ改
修工事

ＫＲウォーターサービ
ス（株）

73

12 大契乙 第4091号
大阪市立高等学校教室改造その他機械設備
工事

（有）ＥＣＯ 74

13 大契乙 第4110号 東住吉図書館空調設備改修工事 大貴設備（株） 72

14 都整工 第7624号 汎愛高等学校便所改修衛生設備工事 ＪＳ関西（株） 72

15 大契乙 第603号
鶴見住宅１号館外５棟浴室改善給水衛生設
備工事

（株）創美 70

16 大契乙 第112号 新生江住宅３号館給水衛生設備工事
（株）竹村コーポレー
ション

76

17 大契乙 第430号 三軒家西幼稚園外１施設外柵改修工事 （株）トレイド 72

18 大契乙 第185号 浪速アイススケート場天井改修工事 （株）東口工務店 74

19 大契乙 第597号 汎愛高等学校防球ネット改修工事 （株）ニシオカ 72

20 都整工 第5635号
東成区保健福祉センター分館他１施設便所
改修工事

（株）テクニカルファ
イン

72

21 都整工 第5002号 六万体住宅１号館屋上防水改修工事 （株）伸幸商会 76

22 大契乙 第996号 北大桐住宅２号館昇降路増築工事－２
（株）カーサ・プラン
ニング

72

23 大契乙 第907号 住道矢田住宅１号館建設工事 （株）シマ 74

24 大契乙 第116号 住道矢田住宅１号館畳工事 （株）ケイテック 73

25 大契乙 第494号 都島区役所便所改修工事 （株）ビー・フリー 73
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26 都整工 第5643号 中央区役所マンホール蓋改修工事 （株）アームテック 72

27 都整工 第5003号 南住吉第１住宅屋外その他工事
Ｅｉｇｈｔ　Ｈｏｌｄ
ｉｎｇｓ（株）

75

28 大契乙 第4100号 佃中学校外柵改修工事 （株）カーサ 72

29 大契乙 第4065号 もと矢田第２保育所外柵改修工事 サンコー物産（株） 73

30 大契乙 第218号 市岡東中学校長寿命化改修工事 （株）中塚工務所 77

31 都整工 第5637号 海老江保育所他２施設外柵改修工事
（株）サイキョウコー
ポレーション

70

32 大契乙 第461号
生野区子ども・子育てプラザ等外１施設外
柵改修工事

（株）成友 72

33 大契乙 第155号 上町中学校教室改造工事 （株）ひさ野 73

34 大契乙 第636号 北区役所ガレリアトップライト改修工事 （株）水原組 72

35 大契乙 第921号 西成消防署津守出張所新築工事 （株）ケイテック 80

36 大契乙 第4049号 平林南住宅２号館外壁部分改修その他工事
（株）トータルクリ
アー

70

37 大契乙 第4077号 稲荷住宅１号館屋上防水改修工事 （株）松下克商店 75

38 大契乙 第631号 都島西住宅１・２号館屋上防水改修工事 （株）伸幸商会 75

39 大契乙 第545号 加島南第４住宅１号館屋上防水改修工事 （株）ｙａｍａｔｏ 72

40 大契乙 第567号 瓜破東第１住宅５号館屋上防水改修工事 協榮塗装工業（株） 75

41 大契乙 第530号 長吉長原住宅１号館屋上防水改修工事
（株）東技コーポレー
ション

76

42 都整工 第5657号
長居障がい者スポーツセンター玄関庇防水
改修工事

（株）平川工業 72

43 大契乙 第625号 汎愛高等学校体育館床改修その他工事 （株）尚建ビルト 72

44 都整工 第5640号 鶴見区役所事務室改修工事 （株）なかつき工務店 73

45 大契乙 第191号
城東スポーツセンター他１施設外壁改修そ
の他工事

（株）大伸クリエイト 73

46 大契乙 第330号 淀商業高等学校便所改修工事 （株）しんやま工務店 72

47 大契乙 第568号 もと城東児童館外１施設外柵改修工事 （株）しんやま工務店 72

48 大契乙 第565号 十三中学校外１校外柵改修工事 マルエイ　富永富美子 72

49 大契乙 第529号
築港住宅１・３・８号館外壁部分改修その
他工事

（株）マルスミ工務店 72

50 大契乙 第697号 住吉川小学校プール改修工事 （株）海恵 71
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51 大契乙 第149号 北稜中学校教室改造工事 （株）センバ 72

52 都整工 第5636号 港晴小学校プールサイド改修工事 吉岡工業　吉岡寿延 73

53 都整工 第5641号 栄小学校屋上改修工事 （株）竹本組 74

54 大契乙 第4112号 平野工営所屋上防水改修工事
エイ・アール工事
（株）

72

55 大契乙 第911号 新生江住宅３号館建設工事 （株）森長工務店 74

56 都整工 第5645号 安立小学校防球ネット設置工事 （有）ザイゼン工業 73

57 大契乙 第460号
同心保育園・北老人福祉センター等外１施
設外柵改修工事

（株）タカオハウジン
グ

72

58 大契乙 第424号 長吉東部老人憩の家外１施設外柵改修工事
（株）タカオハウジン
グ

72

59 都整工 第5628号 港保育所外柵改修工事 （株）朝日工務店 72

60 大契乙 第4078号
都市整備局管理用地（西成区北津守）外柵
改修工事

廣田建設　廣田　糧 72

61 大契乙 第4060号
大和田幼稚園・大和田小学校フェンス改修
工事

（有）菩堤 72

62 大契乙 第520号
加美長沢第３住宅１～３号館外壁部分改修
その他工事

（株）カガミドウ 73

63 大契乙 第557号 東喜連第５住宅１号館屋上防水改修工事 （株）エーシン 75

64 大契乙 第373号
南港中住宅４２・４３・４５号館屋上防水
改修工事

松本技建　松本省三 76

65 大契乙 第624号 鴫野住宅１・２号館屋上防水改修工事 （株）ダイニチ 75

66 大契乙 第426号 鴫野住宅３号館外壁改修その他工事 （株）西田塗装店 70

67 大契乙 第492号
中津第２住宅１・２号館外壁改修その他工
事

（株）圭祥 70

68 大契乙 第352号 咲洲国際船客上屋照明設備改修工事 岡電気工業（株） 73

69 大契乙 第395号
大国住宅（２号館）自動火災報知設備改修
工事

興陽電気（株） 76

70 都整工 第8414号 中野小学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 70

71 大契乙 第273号
浪速アイススケート場天井改修電気設備工
事

（株）フォース 74

72 都整工 第6655号
咲くやこの花中学校・咲くやこの花高等学
校構内交換設備改修工事

ＫＯＳネットワーク
（株）

71

73 都整工 第6623号 上町中学校教室改造電気設備工事 森下電設（株） 71

74 都整工 第6012号 北大桐住宅２号館昇降路増築電気設備工事
メイショウ電気土木
（株）

75

75 都整工 第8018号 北大桐住宅２号館昇降路増築ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 71
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76 大契乙 第191号 住道矢田住宅１号館昇降機設備工事 フジテック（株） 73

77 大契乙 第1016号 北大桐住宅２号館昇降機設備工事
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

75

78 大契乙 第615号 旭陽中学校照明改修工事 （株）片岡電工 73

79 都整工 第6654号
鶴見区老人福祉センター他１施設受変電設
備改修工事

関西機電工業（株） 73

80 大契乙 第620号 大宮小学校照明改修工事 一億電機（株） 73

81 都整工 第6636号 淀商業高等学校便所改修電気設備工事 （株）ユーデン 71

82 都整工 第6672号
住吉保育所外１施設自動火災報知設備改修
工事

マルヤ電気（株） 73

83 都整工 第6621号 北稜中学校教室改造電気設備工事 （株）両国電気 71

84 都整工 第6645号 大阪市立高等学校教室改造電気設備工事 （株）セイコー 72

85 大契乙 第159号 新生江住宅３号館電気設備工事 尼崎電機（株） 77

86 都整工 第8009号 新生江住宅３号館ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 75

87 大契乙 第139号 新生江住宅３号館昇降機設備工事
日本オーチス・エレ
ベータ（株）

75

88 大契乙 第934号 西成消防署津守出張所新築電気設備工事 （株）七福電工 72

89 都整工 第8308号 西成消防署津守出張所新築ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 72

90 都整工 第8616号 市岡東中学校長寿命化改修ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 74

91 大契乙 第200号
森ノ宮ピロティホール直流電源設備改修工
事

（株）盛永電気工業所 76

92 大契乙 第197号
野江第２住宅（３号館）外１住宅昇降機設
備改修工事

東芝エレベータ（株） 74

93 大契乙 第4087号
平野東住宅（１号館）自動火災報知設備改
修工事

伊藤電気（株） 75

94 都整工 第6673号 日之出保育所自動火災報知設備改修工事 伊藤電気（株） 71

95 大契乙 第811号 住吉第一中学校増築その他電気設備工事 笹野電機（株） 73

96 都整工 第8422号 住吉第一中学校増築その他ガス設備工事 大阪瓦斯（株） 74

97 大契乙 第4084号
瑞光寺住宅（１号館）外２住宅各戸分電盤
改修工事工事

（株）石津電気 76

98 大契乙 第4075号
平林南第２住宅（１・２号館）外１住宅各
戸分電盤改修工事

（株）ＧＮＲ 76

99 大契乙 第391号
大和川住宅（３・４・２２～２４号館）外
１住宅各戸分電盤改修工事

（株）専心電気 75

100 大契乙 第4095号
我孫子第２住宅（５号館）自動火災報知設
備改修工事

仲矢防災設備（株） 74
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101 大契乙 第118号
生江住宅（９号館）外１住宅昇降機設備改
修工事

フジテック（株） 74

102 大契乙 第229号 市岡東中学校長寿命化改修電気設備工事 （株）坂本電気設備 76

103 大契乙 第436号
鴫野第２住宅（１・２号館）各戸分電盤改
修工事

（株）フジ電工 76

104 大契乙 第4073号
山之内住宅（４～７号館）各戸分電盤改修
工事

（株）コウキ電設 76

105 都整工 第6641号 修道館雷保護設備改修工事 （株）テッシン興業 71

106 都整工 第6670号
南大江保育所他１施設自動火災報知設備改
修工事

日本ドライケミカル
（株）

71

107 大契乙 第500号 中央図書館直流電源設備改修工事
ユアサエムアンドビー
（株）

73

108 都整工 第6674号
西淡路第２保育所自動火災報知設備改修工
事

南大阪防災設備（株） 73

                          お問い合わせ先

                          大阪市都市整備局総務部総務課工事検査グループ

                          06-6208-9379
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